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平和憲法を守る会

横浜市が進めるカジノを含む統合型リゾ

ート（ＩＲ）の誘致の是非を決める「住民

投票条例」を求める署名活動が９月４日に

開始された。住民投票条例案の提出に必要

なラインは約６万２千人。これを大幅に超

す署名を目指します。

「カジノの是非を決める横浜市民の会（共

同代表・藤田みちる）が４日28人を請求代

表者とする条例請求者である「証明書」を

市から受け取り、署名活動が開始した。この日は、ＪＲ桜木町駅前や横浜駅西口で、

共同代表の小林節・慶応大学名誉教授や23歳の私立大学生が演説し署名を訴えた。

買い物途中に署名に応じた女性は「カジノは大反対、勝手に決める市長はだめだ」

と話をしていた。

署名活動は、請求代表者（28人）や請求代表者から委任を受けた「受任者」が市

内18区毎に対面で、証明書を綴じこんだ署名簿で署名を市民に求める。事前に登録

した「受任者は４万3500人にのぼる。市内の、個人宅や事務所など127か所に「署名

スポット」を設けるほか、街頭活動でも署名を収集する。2017年の横浜市長選以来、

ＩＲ誘致に関して「白紙」を繰り返してきた林文子市長は、昨年8月、突然カジノの

誘致を表明した。カジノの是非を問う市民の会は「説明なく突然誘致を表明し、市

民を裏切った」（岡田尚運営委員長）と批判してきた。小林節氏は記者会見で「Ｉ

Ｒ導入は横浜を（カジノで知られる米国の）ラスベガスにするかどうかという歴史

的決断だ。我々横浜市民に誘致の是非を聞くべき重要な課題だ。市長や、市議会は

先の選挙で争点にしないまま、我々に通告したまま、市民の意見を聞かないという

態度をとり続けている。この住民投票条例を作り、「カジノ誘致に賛成する方は投

票用紙の賛成欄に〇、これに反対する人は反対欄に〇の記号をつけることにより、

横浜市民の民意が反映される。この闘いは住民自治を取り戻す闘いの始まりだ」と

述べた。

市長に市議会への条例案の提出に必要な有効署名は、６月時点で６万2318人。市
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民の会はこれを大きく上回る署名数を目指す。市議会はＩＲ容認をする自民党系と

公明党の会派が過半数を占め、来年初めに提出を目指す条例案の成立は厳しい。し

かし、ＩＲの導入は横浜市の未来がかかっている。刑法で違法であると規定されて

いるカジノを含むＩＲの導入を許すか否かは横浜市民の民意が問われている。

この日の夜"50万署名で住民投票実現9・4

署名スタート集会が、コロナで定数が制限

される中140名の参加で開かれた。

小林節共同代表の挨拶で始まり、署名収

集の開始にあたって、運動提起と基調提起

が岡田尚運営委員長からあった「ただ反対

でなく、市民が主人公である市政を取り戻

す闘いだ」と提起があった。

賛同政党として、立憲民主党・共産党・

社民党・新社会党・みどりの党の各政党から「住民投票条例」を圧倒的な署名で成

功させようとの挨拶があった。スタート行動と決意表明が大学生の佐々木翔太郎さ

ん（請求代表者）から桜木町での最初の署名活動の報告とこの住民投票条例を必ず

成立させる決意が述べられた。その後、署名活動の実務的な説明があり、藤田共同

代表のあいさつで閉会となった。

全国の皆さん、横浜市に知人・友人・親戚がいたらお声かけ下さい。お願いしま

す。

吉田明(事務局次長)

第78回平和憲法を守る 神奈川県民集会
侵略から79年目の不戦の誓い

日時 １２月6日(金 )１８時半～ 18時15分開場

場所 県民センター３０４

講師 高梨晃嘉 (元横浜市議・かながわ歴史教育の会事務局長)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

住民投票条例請求を求める横浜市民集会開かれる！
８月22日、昨年のこの日横浜林市長は突如「カジノ誘致」の記者会見をした。こ

の日から１年目にあたるこの日に、カジノの誘致に反対する市民が山下ふ頭の喉元

である山下公園に結集して、「住民投票で市民のカジノ誘致の賛否を問う住民投票

条例」の請求を目指す集会が開催した。

新型コロナウイルスが蔓延する中、三密をさけ検温をしてソーシャル・ディスタ

ンスを取りながら、山下公園に800人が参加して開かれた。９月４日から誘致の賛否

を問う署名活動が開始します。

住民投票の実現を目指す主催者である「カジノの是非を決める横浜市民の会」の



- 3 -

運営委員長の岡田尚弁護士は、2017年夏の

横浜市長選で「白紙」を掲げて当選した林

市長は、昨年のこの日を「市民を馬鹿に

し、裏切った日」と振り返り、「私たちの

意見で大事なことを決める」ということが

この運動の根幹だ。皆さんの怒りを９月４

日からの署名運動に集中しようと呼びかけ

た。横浜港の港湾運送事業者でつくる「横

浜港ハーバーリゾート協会」事務統括の水

上裕之さんは「これまでカジノに頼らない山下ふ頭の"ハーバーリゾート構想"とい

う再開発を横浜市に提案してきた。しかし「全部無視された」とし、「ここ（山下

ふ頭）をカジノＩＲにするならば、われわれは居座って抵抗する」と強い言葉で誓

った。この集会に賛同した、立憲民主党神奈川県連代表の阿部知子、日本共産党衆

議院議員畑野君江、社民党を代表して森英夫、神奈川ネット運動代表、新社会党書

記長小川良則、緑の党県共同代表石崎大望さんが次々と登壇して、コロナ禍で「カ

ジノの誘致は考えられないと」とし「住民投票」を成功させようと呼びかけた。

「アイドルグループ「モーニング娘」元メンバーの市井紗耶香さんも応援に駆けつ

けた。他に労働組合から３団体から決意表明を受けた

最後は横浜市の18区の代表者が石のステージに登壇し、参加者全員が「林市長は

勝手に決めないで」と書かれたプラカードを掲げシュプレヒコールをして意気をあ

げた。最後は「団結ガンバロー」で閉めた。

同会は当初、４月から署名を集める予定だったが、新型ころなウイルスの感染拡

大の影響で開始時期を延期した。住民投票条例を直接請求するには、有権者の９万

人以上の有効署名を２か月以内に集める必要が有る。同会によると、署名活動を担

う「受任者」は現在約４万３千人である。横浜に賭博である「カジノ」は要りませ

ん。横浜市民はもちろん、横浜市外の市民の皆さんも「住民投票条例」の成立にご

協力をお願いします。《Ｙ》

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会の報告
８月30日午前９時30分 ウエルニー公園で護衛艦むらさめ中東出航への抗議行動

が行われます。市民の会、９月22日の１時半からベルクで例会、４時に中央駅前で

宣伝活動を行いますので可能な方はご参加下さい。

原子力空母母港抗議集会は、10月１日６時には平和フォーラム主催の抗議集会が、

10月４日１時には安保破棄実行委主催の抗議集会が、それぞれ感染防止対策を講じ

た上で、ウエルニー公園で開催される予定ですので、可能な方はご参加下さい。

横須賀市が神奈川県基地関係県市連絡協議会を、方針などの違いを理由に７月31
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日に退会した問題について、神奈川平和運動センター等の４団体は、８月24日に上

地克明横須賀市長に対して質問と要請書を提出し、新聞等で大きく報道されました。

８月に入って米海軍横須賀基地関係のコロナウィルス感染者が急増し、８月21日時

点での感染者は44名、26日時点での感染者は39名となっています。

そこで、住民投票の会では、８月12日に横須賀市長に対して、対策の徹底と情報

の公開を米軍と政府に求めるよう、要請書を提出した。

８月19日外務省日米地位協定室長が横須賀市長を訪問して、空港でのＰＣＲ検査

の陰性確認前の待機場所として、横須賀市内の民間ホテルを

使用することはやめたことを報告したが、陰性確認後の２週

間の待機場所としては依然として使用され続けている。

今後、11月のレーガンの長期航海からの帰港時に、全乗組

員に２週間の待機期間とＰＣＲ検査を実施するのか、12月以

降の原子炉定期修理を予定どおり日本で実施し、最大の感染

国である米本国から600人の修理工を日本に入国させ、民間

ホテル等に滞在させるのか、が大きな焦点となるでしょう。原子力空母ルーズベル

トコロナ感染者を沖縄と厚木に空輸する計画が明らかになる。米海軍の原子力空母

ルーズベルトは、３月５日から９日までのベトナムのダナン寄港が原因と思われる

コロナ感染者が３月24日に発見され、３月27日にグァムに寄港してからも艦内で感

染者が増加して、最終的に1248名が感染して１名が死亡し、乗組員救援を訴えたク

ロージャー艦長の解任が大きく報道されたが、米海軍の調査報告書が６月19日に完

成して、米海軍のホームページ（foia/readingroom）で公開された。

報告書によると、原子力空母ルーズベルトの乗組員とコロナ感染者4500名の隔離

施設の第１候補として３月27日にグァムに入港して以降第７艦隊司令部により、沖

縄海兵隊基地内と、厚木基地内の住宅等への移送が検討されていたことが明らかに

なった。また報告書は、感染の原因はダナン港出航時のチェック漏れであったこと、

狭く密な艦内で感染が急速に拡大したこと、グァム寄港時の艦外隔離施設の不足、

混乱による全員下船、隔離の遅れが感染の拡大を招いたこと等を詳細に報告してお

り、その内容は横須賀母港の原子力空母レーガンでも同様の事態が起こりうるもの

として警鐘を鳴らすもの。（資料の必要な方は呉東までご連絡下さい。）

いらない！原子力空母の女性たちによって毎週火曜日に行われてきた中央駅Ｙデ

ッキ下のエプロン宣伝行動が500回を迎えた記念の宣言行動が、８月４日１時から行

われ、猛暑に負けずに、女性たちを中心としたリレートーク、歌や音楽などによっ

て、原子力空母の危険性を、横須賀中央駅前を通る市民に訴えた。

今後の予定

10月１日６時 原子力空母レーガン母港抗議集会(平和フォーラム)ヴエルニー公園

10月４日１時 原子力空母レーガン母港抗議集会(安保破棄実行委)ヴエルニー公園

呉東正彦(代表委員)
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各地の市民運動から(紹介）
【第５回知ることで未来が見える『戦争の加害パネル展』終了】

当初４月に開催する予定だったが、新型コロナ

ウイルスの蔓延により会場が借りられず、７月27

日（月）から31日の５日間の開催になった。

展示内容は①朝鮮人・中国人強制連行②平頂山

事件③731部隊④南京虐殺⑤重慶無差別爆撃⑥毒

ガス兵器⑦マレー侵略⑧日本軍「慰安婦」⑨沖縄

戦と棄民化された人々の記憶～慟哭の島⑩満州に

集団移住させられた朝鮮人の10のカテゴリーに分

けて展示をした。７月28日には「満州」に移住させられた朝鮮人をテーマに橋本雄

一さん（東京が外国語教授のお話しをパネルの前で聞くことができた。特に「従軍

慰安婦」のお話しは真実に迫るものだった。

５日間で来場者は566人を数えスタッフ延べ92人で展示会を支えカンパは73万を超

えるものを頂いた。この展示に関連する書物・資料を販売する事ができた。

毎年、邪魔しています。どこの国でもあったということを逆にとらえる人が多す

ぎて困っていますね。どこでも起こり得て、今の各地の紛争地で行われているから

戦争はゼッタイにいけないんです。慰安婦問題には直接関わっているのですが、徴

用工問題にしても、当時の日本人（まだましだった！？）の問題であり、今の「生

活保護を受ける」として「風俗行け」と言われた日本人女性の問題であり、今の外

国人労働者と多少のましなだけのブラック企業に勤める日本人の問題なんです。こ

こで書いてもしょうがないのですが、若い方々こそこの繋がっている事実に気が付

いてほしいです。など、多くの感想が寄せられ、終了後早速来年の展示会の準備に

取り掛かってる。《Ｙ》

【『8・29飛行差し止め実現!違法爆音を許すな神奈川行動』開催】

８月29日、厚木基地滑走路北側において、

『飛行差し止め実現!違法爆音を許すな!神奈川

行動』が開催された。猛暑の中、100名を超える

参加者で、『米軍の新型コロナウィルス感染者

隠しをやめよ!オスプレイ撤去!辺野古新基地建

設反対!空母の母港化撤回!』をアピールした。

主催・参加団体は、厚木基地爆音防止期成同盟

・第五次厚木基地爆音訴訟原告団・かながわ平

和憲法を守る会が加入している原子力空母の横

須賀母港化に反対し、基地撤去をめざす県央共

闘会議・神奈川平和運動センター、労働組合、市民団体だった。《Ｍ》
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

８月29日、厚木基地北側県道沿いフェンス

前で実施された抗議活動に参加した。

最高気温が35°近くの暑い中、約100名の方

が参加し爆音反対、飛行差止めを求める呼び

かけを実施。

私は初めての参加でしたが想像以上に参加

者が多く、問題の大きさを改めて認識すると

ともに、こういった活動を行わずに済むよう

早く解決しなければならないと想いを強め

た。また、抗議活動を実施した県道40号沿いは交通量も多く、通った方々にもここ

に厚木基地と、そして住民を苦しめる爆音の問題があるということを伝えられたの

ではないでしょうか。

抗議活動で印象に残っていることがもう一つある。フェンスの向こうからこちら

をみている米軍の姿だ。カメラで我々の写真を撮り、何処かへ連絡する姿はともす

ればこちらを威嚇しているようにも見え、少し怖さを感じた。

しかし、彼らも業務を遂行しているだけなのだと思う。願わくばともに平和な空

を実現するためにフェンスをなくし歩み寄っていきたい。そう感じた抗議活動だっ

た。《大和市民》

【―労働組合つぶしの弾圧を許さないー

『関生弾圧を考える神奈川の会』県政総会開かれる！】

９月10日、90名の参加者を得て結成総会が行われた。運営委員の吉田さんの司会

で開会され、呼びかけ人の原田さんから昨今の労働組合の現状、特に組織率の低下

にについて話した。続いて、全日本建設運輸連帯労組の武谷新吾書記長から「関西

生コン」事件は私たちに何を問いかけているかの講演を50分頂いた。この２日前ま

では氏名の使用を禁じられていてＴとしか紹介できなかった。２日前から氏名と顔

出しがやっと裁判所から許可されたそうだ。

お話しは、①全日建と関西生コン支部の歴史、②生コン産業と関生支部の活動の

紹介、③権力弾圧事件の概要と特徴、④「関西生コン」事件弾圧の本質をどうとら

え、反撃するか、⑤広がる弾圧抗議と支援の動き、であった。

質疑応答になり、参加者の大学生から「裁判所は公平にさばいているのか」質問

が出て、講師から「裁判所は権力とグルや」と答えが返ってきた。続いて呼びかけ

人の高梨さんから「基調報告」が行われた。「昨年１月17日に行った関西地区生コ

ン支部武委員長の活動などを描いたドキメンタリー映画"棘"の上映会を通して、正

当な労働組合つぶしの不当な弾圧事件を知ることができた。

さらにこの上映会後、様々な意見交換を経て「関生弾圧を考える神奈川の会」と

名称を決め、結成総会を迎えることができた。この間、連帯ユニオン全日建と関生
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支部は、３月17日には、組合脱退勧奨や恣意的な長期拘留、証人尋問妨害の不当逮

捕などについて、国と滋賀県・和歌山県・京都府の４者を相手に国家賠償請求を東

京地裁に起こした。さらに武委員長が６月１日に湯川副委員長は640日・（武委員長

は641日）ぶりに保釈された。しかし、裁判所の保釈条件は労働組合を否定すること

と同じの組合活動禁止という不当なものだった。現在、この保釈条件の取り消しを

裁判所に求める取り組みがすすめられており、８月21日には、国家賠償請求裁判の

第１回口頭弁論が東京地裁で行われる。

これからの活動は、

１．「関西生コン弾圧事件」とは何か、知り、

知らせ、一緒に個の弾圧事件を考え行動して

いきます。

２．権力の弾圧の狙い、弾圧の構造が組合つぶ

しであることを学習し、自分の問題として捉

え返します。

３．憲法28条の労働者の団結権をはじめ労働基本権にまなび直します。

４．間生支援共闘活動に積極的に参加します。

以上基調とし、①「関西生コン支援する会」等に加入する、②「神奈川の会」通

信び発行③国賠訴訟の傍聴③「神奈川平和運動センター関西生コン支部支援する

会」等と情報交換⑤労働や現場の実態、地域の実情とそこでの闘いに学び、労働運

動の復権（再構築）に取り組む

という『基調』を参加者一同の拍手で確認した。

その後、神奈川平和運動センター、「棘」の杉浦弘子監督、合同労組かながわ竹

内悟、ＪＰ労組の小平大輔さんから、賛同・激励、闘う決意表明を受けた。小島正

運営委員から役員紹介があり、品川事務局長から「まとめ」の言葉を受け、「関生

弾圧を許さない」のプラカードを参加者全員が掲げ、シュプレヒコールを来ない。

「団結ガンバロー」で集会が閉じられた。コロナ禍で働いている仲間が沢山いる。

この労働者が報われる社会を目指して、関ナマ闘争と連帯して共に闘っていきまし

ょう。《吉田》

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

まず、集会の中で様々な方から、労働組合の力が急速に落ちて来ていることが説

明された。組合組織率、闘争力、下部・末端の活動力が低下し、衰弱して来ている、

本当にそう実感できる。そして組合の大半が企業別組合で、身内以外の社会的イン

パクトがなくなって来ている、このことが、社会の多数から、組合が守旧的で、改

革の阻害要因と思われる状況が作られて来ている、本当にそう思う。

その中で数少ない闘う組合が狙い撃ちされている、それが全日本建設運輸連帯労

働組合関西地区生コン支部（「関生」）だ。組合として当然の、組織点検活動やス

トライキを警察が組織犯罪として、組合員を検挙し、役員を長期拘留する、戦前の
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社会主義者弾圧を彷彿させる弾圧行為だと思われた。その事への社会の注目が小さ

い、このことが大問題だと思う。

関西生コン支部は大手セメント会社と大手

建設会社の価格支配力の極めて強い狭間で、

競争の激しい、買い叩かれる生コン市場の中

小零細企業とそこで働く労働者をまとめ産業

別統一組合として組織して、生活できる生コ

ンの価格設定・賃金や休暇条件の引き上げ、

製品の品質管理（粗悪品の排除）、失業補償

や健保・年金の充実等の闘いと成果をつくっ

てきた。このようなめざましい労働組合と協同組合の融合を一産業の統一の中で実

現してきた、この潜在的な活動力に、本物の社会主義に向かう内在力に、現存の支

配体制が恐怖を感じているのだと思う。構図は戦前とよく似てきている。

しかし、まだ状況が違う。今行われている警察の弾圧は、憲法２８条違反であり、

組合活動に伴う被害を免責した労働組合法違反であり、きちんとした追求があれば

違法は明白だ。そのような声、世論を創り上げて行くことが、憲法を護ることであ

り、働く者の権利を護ることであると、発言者達が訴えることに共感した。護憲は、

一つ一つの憲法違反を具体的に糺していく、その厳しさと闘いの中にこそ可能とな

り血肉化されていくことを皆さんと確認していきたいと思う。《草間》

告知板
＠沖縄・辺野古で起こっていること！10･8横浜講演会
中澤誠記者(東京新聞)と伊波洋一参議院議員に聞く

日 時 １０／８(木) 18時30分～ 資料代800円 先着130人

会 場 横浜市技能文化会館

主 催 島ぐるみと会議と神奈川を結ぶ会 090-4822-4798

＠横須賀ピースフェスティバル
日 時 １０／１１～２４ 展示「ピーフェスとは何か」
会 場 汐入サポートセンター
日 時 １０／１８(日) 13時出航 軍港見学船 500円

＠2020憲法を考える 11･3県民集会 500円
日 時 １１／１（日）１３：４５～ 事前予約のみ参加（抽選150人）
講 師 水島朝穂（早稲田大学教授）「自衛隊が軍隊になるとき」
会 場 二俣川サンハート
メール申込み 10/5 15時締切 タイトルに「11.3 憲法集会参加申し込み」
主 催 かながわ憲法フォーラム khtujtu@peach.ocn.ne.jp

メールアドレスをご登録いただくと最新の集会の案内等を送ります。
「平和憲法を守る会ニュース」への投稿をお待ちしています。
下記まで、お送り下さい。
かながわ平和憲法を守る会 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２－２３８
ＴＥＬ ０９０一１１０５－６９８０ ＦＡＸ ０４２－７９７－７４８６
e-mail e-kaihou@nifty.com e-kaihou@ezweb.ne.jp


